
採用区分 医薬品名
両 10％アプレゾリン散「SUN」

両 25mgアリナミンF糖衣錠

両 2mgセルシン錠

院外・患者限定 5mcgチロナミン錠

院外 5mgセルシン錠

院外 EPLカプセル250mg

両 PL配合顆粒

院外 SG配合顆粒

院外 アーガメイト20%ゼリー25g

院外 アーチスト錠10mg

院外 アーチスト錠2.5mg

院外 アーチスト錠20mg

両 アーテン錠(2mg)

院外 アーリーダ錠60mg

両・患者限定 アイクルシグ錠15mg

両 アイトロール錠20mg

院外 アイピーディカプセル100

院外 アイピーディドライシロップ5％

院外 アイミクス配合錠HD

院外 アイミクス配合錠LD

院外 アキネトン錠1mg

院外 アクトス錠15

院外・患者限定 アクトス錠30

両・患者限定 アグリリンカプセル0.5mg

両 アクロマイシンVカプセル250mg

院外 アコファイド錠100mg

両 アサコール錠400mg

院外 アザルフィジンEN錠250mg

両 アザルフィジンEN錠500mg

院外 アシノン錠150mg

院外 アジルバ錠10mg

両 アジルバ錠20mg

院外 アジルバ錠40mg

院外 アジレクト錠0.5mg

院外 アジレクト錠1mg

院外 アスパラ-CA錠200

両 アスパラカリウム散50％

両 アスパラカリウム錠300mg

両 アスピリン「ヨシダ」

院外 アスペノンカプセル10

両 アスベリンシロップ0.5％

両 アスベリン散10％

両 アセチルシステイン内用液17.6％「あゆみ」

院外 アセチルスピラマイシン錠100

院内 アゾセミド錠30mg「JG」

両 アダプチノール錠5mg

院外・患者限定 アダラートCR錠10mg

院外 アダラートCR錠20mg

院外 アダラートCR錠40mg

両 アタラックス-Pカプセル25mg

院外・患者限定 アタラックス-P散10％



採用区分 医薬品名
両 アデホスコーワ顆粒10％

院外 アテレック錠10

院外・患者限定 アテレック錠5

院外 アトーゼット配合錠HD

院外 アトーゼット配合錠LD

両・患者限定 アドシルカ錠20mg

両 アドソルビン原末

両 アドナ散10％

両 アドナ錠30mg

院内 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」

院内 アナストロゾール錠1mg「DSEP」

両 アナフラニール錠25mg

院外・患者限定 アフィニトール錠5mg

両 アブストラル舌下錠100μg

院外 アプレゾリン錠10mg

院内 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」

院内 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」

院外・患者限定 アベロックス錠400mg

院外 アボルブカプセル0.5mg

院外 アマージ錠2.5mg

院外 アマリール0.5mg錠

院外 アマリール1mg錠

院外 アマリール3mg錠

両 アミサリン錠125mg

院外 アミティーザカプセル12μg

両 アミティーザカプセル24μg

院内 アミノバクト配合顆粒

両 アミノレバンEN配合散

両・患者限定 アムノレイク錠2mg

院内 アムロジピンOD錠2.5mg「明治」

院内 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」

院外 アムロジンOD錠10mg

院外 アムロジンOD錠5mg

院外・患者限定 アムロジン錠10mg

院外・患者限定 アムロジン錠2.5mg

院外・患者限定 アムロジン錠5mg

院内 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」

両 アメナリーフ錠200mg

院外 アモキサンカプセル25mg

院内 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」

院外 アモバン錠10

院外 アモバン錠7.5

両 アラバ錠10mg

院外 アリセプトD錠10mg

院外 アリセプトD錠3mg

院外 アリセプトD錠5mg

院外 アリミデックス錠1mg

院外 アリメジンシロップ0.05％

両 アルケラン錠2mg

院外 アルサルミン内用液10％

両 アルダクトンA細粒10％



採用区分 医薬品名
院外 アルダクトンA錠25mg

院外 アルドメット錠250

院外・患者限定 アルファロール散1μg/g

両 アルファロール内用液0.5μg/mL

両 アルロイドG内用液5％

両・患者限定 アルンブリグ錠30mg

両・患者限定 アルンブリグ錠90mg

院外 アレグラドライシロップ5%

院外 アレグラ錠30mg

院外 アレグラ錠60mg

院外・患者限定 アレジオン錠10

院外 アレジオン錠20

両・患者限定 アレセンサカプセル150mg

両 アレビアチン散10％

両 アレビアチン錠100mg

院外 アレロックOD錠5

院外 アレロック錠5

院外 アレロック顆粒0.5％

院外 アローゼン顆粒

両 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」

院外・患者限定 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」

院内 アロプリノール錠100mg「サワイ」

院外 アロマシン錠25mg

両 アンカロン錠100

両・患者限定 アンコチル錠500mg

両 アンプラーグ錠100mg

院外・患者限定 アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」

院内 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」

院外・患者限定 イーケプラドライシロップ50％

両 イーケプラ錠250mg

院外 イーケプラ錠500mg

両 イグザレルト錠10mg

両 イグザレルト錠15mg

両・患者限定 イクスタンジ錠40mg

院外 イクスタンジ錠80mg

院内 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」

両・患者限定 イスコチン原末

両 イスコチン錠100mg

院外 イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」

両 イソバイドシロップ70％分包30mL

両 イトリゾールカプセル50

両 イトリゾール内用液1％

院外 イニシンク配合錠

院外 イノラス配合経腸用液

医師・診療科・限定 イブランス錠125mg

医師・診療科・限定 イブランス錠25mg

医師・診療科・限定 イマチニブ錠100mg「オーハラ」

院外・患者限定 イミグラン錠50

院内 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」

院外 イムブルビカカプセル140mg

両 イムラン錠50mg



採用区分 医薬品名
院外 イメンドカプセル125mg

院外 イメンドカプセル80mg

両 イリボー錠2.5μg

院外 イリボー錠5μg

院内 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」

院外 イルベタン錠100mg

院外 イレッサ錠250

院外・患者限定 インヴェガ錠3mg

両 インクレミンシロップ5％

院外・患者限定 インチュニブ錠1mg

院外・患者限定 インチュニブ錠3mg

両 インデラル錠10mg

院外 インフリーSカプセル200mg

院外・患者限定 インライタ錠1mg

院外・患者限定 インライタ錠5mg

両 ウインタミン細粒(10％)

両・患者限定 ヴォトリエント錠200mg

両 ウテメリン錠5mg

医師・診療科・限定 ウプトラビ錠0.2mg

両 ウブレチド錠5mg

院外 ウラリット-U配合散

両 ウラリット配合錠

院外 ウリアデック錠20mg

院外 ウリアデック錠40mg

院外 ウリアデック錠60mg

院外 ウリトスOD錠0.1mg

院内 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」

院外 ウルソ錠100mg

院外 ウルソ錠50mg

両 ウルソ顆粒5％

両 ウロカルン錠225mg

院外 エースコール錠2mg

両 エカード配合錠HD

両 エクア錠50mg

両 エクセグラン散20％

両 エクセグラン錠100mg

院外 エクフィナ錠50mg

院外 エクメット配合錠HD

院外 エクメット配合錠LD

院外・患者限定 エサンブトール錠250mg

院外・患者限定 エスカゾール錠200mg

院外 エストラサイトカプセル156.7mg

院外 エストリール錠1mg

院内 エゼチミブ錠10mg「DSEP」

両 エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」

院外 エックスフォージ配合錠

両 エディロールカプセル0.75μg

院内 エトドラク錠200mg「SW」

両・患者限定 エドルミズ錠50mg

院内 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」

両 エネーボ配合経腸用液



採用区分 医薬品名
院外 エパデールS900

院外 エバミール錠1.0

院外 エビスタ錠60mg

院内 エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」

両 エビプロスタット配合錠DB

両 エビリファイOD錠3mg

院外 エビリファイ錠6mg

院外・患者限定 エピレオプチマル散50％

両 エフィエントOD錠20mg

臨時 エフィエント錠2.5mg

両 エフィエント錠3.75mg

院外・患者限定 エプクルーサ配合錠

両 エブトール250mg錠

両 エフピーOD錠2.5

両 エブランチルカプセル15mg

院外 エブランチルカプセル30mg

院外 エベレンゾ錠100mg

院外 エベレンゾ錠20mg

院外 エベレンゾ錠50mg

両 エリキュース錠2.5mg

院外 エリキュース錠5mg

両 エリスロシンドライシロップW20％

両 エリスロシン錠100mg

両 エリスロシン錠200mg

両・患者限定 エルカルチンFF錠250mg

院外・患者限定 エルカルチンFF内用液10％

院外 エレルサ錠50mg

両 エレンタール配合内用剤

院外 エンシュア・H

院外 エンシュア・リキッド

両 エンドキサン錠50mg

両 エンレスト錠100mg

両 オーグメンチン配合錠250RS

院外・患者限定 オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠

院外・患者限定 オーネスST配合錠

両 オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」

両 オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」

両 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」

両 オキノーム散10mg

両 オキノーム散2.5mg

院外 オスポロット錠200mg

両 オスポロット錠50mg

両 オゼックス細粒小児用15％

院外 オゼックス錠150

院内 オセルタミビルDS3%「サワイ」

院内 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」

両 オダイン錠125mg

院外 オテズラ錠10mg

院外 オテズラ錠20mg

院外 オテズラ錠30mg

院外 オノンカプセル112.5mg



採用区分 医薬品名
両 オノンドライシロップ10％

院外 オパルモン錠5μg

両 オフェブカプセル100mg

両 オフェブカプセル150mg

院外 オプソ内服液10mg

両 オプソ内服液5mg

院外 オラペネム小児用細粒10％

院外 オルケディア錠1mg

院外 オルケディア錠2mg

両・患者限定 オルミエント錠2mg

院外・患者限定 オルミエント錠4mg

院内 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」

院外 オルメテックOD錠10mg

院外 オルメテックOD錠20mg

院外 オルメテックOD錠40mg

院内 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」

院外 オングリザ錠2.5mg

院外 オングリザ錠5mg

院外 オンジェンティス錠25mg

院外 カイトリル細粒0.4%

両 カイトリル錠2mg

院外 ガスコン散10%

両 ガスコン錠40mg

院外 ガスコン錠80mg

院外 ガスターD錠10mg

院外 ガスターD錠20mg

両 ガスター散10%

院外 ガスター錠20mg

両 ガストローム顆粒66.7％

院外 ガスモチン散1%

院外 ガスモチン錠5mg

院外 ガスロンN・OD錠2mg

院外 カナグル錠100mg

両 カナマイシンカプセル250mg「明治」

院外 カナリア配合錠

両 カバサール錠0.25mg

院外 カバサール錠1.0mg

院外 ガバペン錠200mg

両・患者限定 カプトリル錠25mg

院外・患者限定 カムシア配合錠LD「あすか」

院内 カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハラ」

院外 カリメート経口液20％

両 カルグート錠5

院外 カルタン錠500

院外 カルデナリン錠1mg

両 カルデナリン錠2mg

院外 カルデナリン錠4mg

両 カルナクリン錠50

両 カルバマゼピン細粒50％「アメル」

両 カルバマゼピン錠100mg「アメル」

院外 カルバマゼピン錠200mg「アメル」



採用区分 医薬品名
院外 カルブロック錠16mg

院外 カルブロック錠8mg

院内 カルベジロール錠10mg「サワイ」

院内 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」

院内 カルボシステインDS50%「タカタ」

院内 カルボシステイン錠250mg「JG」

院内 カルボシステイン錠500mg「JG」

両 カロナール細粒20％

両 カロナール錠200

院外 カロナール錠300

両・患者限定 カロナール錠500

院内 カンデサルタン錠4mg「あすか」

両 キシロカインビスカス2％

院外 キネダック錠50mg

院外 キプレスOD錠10mg

院外・患者限定 キプレスチュアブル錠5mg

両 キプレス細粒4mg

両 キプレス錠10mg

院外・患者限定 キプレス錠5mg

院外 キャブピリン配合錠

院外 キャベジンUコーワ錠25mg

院外 グーフィス錠5mg

院内 クエチアピン錠25mg「ファイザー」

院内 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」

院外 グラクティブ錠25mg

両 グラクティブ錠50mg

両 グラケーカプセル15mg

院外 クラシエよく苡仁湯エキス錠

両 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒

両 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒

院内・患者限定 クラシエ五苓散料エキス錠

両 クラシエ柴苓湯エキス細粒

両 クラシエ小柴胡湯エキス細粒

院外 クラシエ小青竜湯エキス錠

両 クラシエ人参養栄湯エキス細粒

院外・患者限定 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠

院外・患者限定 クラシエ防風通聖散エキス錠

院外 グラジナ錠50mg

院外 クラバモックス小児用配合ドライシロップ

院外 クラビット錠250mg

院外 クラビット錠500mg

両 グラマリール錠25mg

両 クラリスドライシロップ10％小児用

院内 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」

院外 クラリス錠200

院外 クラリス錠50小児用

院外 クラリチンレディタブ錠10mg

院外 グランダキシン錠50

院外 クリアナール錠200mg

両 グリチロン配合錠

両 グリベック錠100mg



採用区分 医薬品名
院外 グリミクロンHA錠20mg

院内 グリメピリド錠1mg「オーハラ」

院外・患者限定 グルファストOD錠10mg

両 グルファスト錠10mg

院外・患者限定 グルファスト錠5mg

院外 グルベス配合OD錠

院外 グルベス配合錠

院外 グレースビット錠50mg

院外 クレストールOD錠2.5mg

院外 クレストールOD錠5mg

院外 クレストール錠2.5mg

院外 クレストール錠5mg

院外 クレメジンカプセル200mg

両 クレメジン細粒分包2g

院外 クレメジン速崩錠500mg

院内 クロピドグレル錠75mg「SANIK」

院外 クロミッド錠50mg

両 クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」

両 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」

院外・患者限定 ケアラム錠25mg

院外 ケイキサレート散

両 ケイツーシロップ0.2％

両 ケタスカプセル10mg

院内 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」

両 ケフラールカプセル250mg

両 コートリル錠10mg

院外・患者限定 コスパノンカプセル40mg

両 コスパノン錠40mg

院外・患者限定 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル

院外 コディオ配合錠EX

院外 コディオ配合錠MD

院外・患者限定 コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」

院外 コニール錠2

両 コニール錠4

院外 コバシル錠2mg

院外 コバシル錠4mg

院外 コムタン錠100mg

両 コメリアンコーワ錠50

両・患者限定 コララン錠2.5mg

両 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」

院外 コレバイン錠500mg

院外 コロネル細粒83.3%

両 コロネル錠500mg

院内 コロンフォート内用懸濁液25％

医師・診療科・限定 コンサータ錠18mg

医師・診療科・限定 コンサータ錠27mg

医師・診療科・限定 コンサータ錠36mg

両 コンバントリンドライシロップ100mg

院外 コンプラビン配合錠

両・患者限定 ザーコリカプセル200mg

両・患者限定 ザーコリカプセル250mg



採用区分 医薬品名
院外 サアミオン錠5mg

院外 ザイザルシロップ0.05％

院外 ザイザル錠5mg

両・患者限定 ザイティガ錠250mg

両 サイトテック錠200

両・患者限定 ザイボックス錠600mg

両 サイレース錠1mg

院外 サイレース錠2mg

院外 ザイロリック錠100

院外・患者限定 ザイロリック錠50

両 サインバルタカプセル20mg

院外 サインバルタカプセル30mg

院外 ザクラス配合錠HD

両 ザジテンシロップ0.02％

両 ザジテンドライシロップ0.1％

院外 サノレックス錠0.5mg

院外 ザファテック錠100mg

院外・患者限定 ザファテック錠50mg

院外・患者限定 サムスカOD錠15mg

両・患者限定 サムスカOD錠30mg

両 サムスカOD錠7.5mg

両・患者限定 サムチレール内用懸濁液15％

両 サラジェン錠5mg

院外 サラジェン顆粒0.5％

院外・患者限定 サラゾピリン錠500mg

院外 サリグレンカプセル30mg

医師・診療科・限定 ザルティア錠2.5mg

医師・診療科・限定 ザルティア錠5mg

院内・患者限定 サレドカプセル100

院内・患者限定 サレドカプセル50

院外 サワシリンカプセル250

院外・患者限定 サンリズムカプセル25mg

両 サンリズムカプセル50mg

両 シアナマイド内用液1％「タナベ」

院外 ジェイゾロフト錠25mg

両 ジェニナック錠200mg

院外 ジェミーナ配合錠

両・患者限定 ジオトリフ錠20mg

両・患者限定 ジオトリフ錠30mg

両・患者限定 ジオトリフ錠40mg

両 シグマート錠5mg

院内 シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」

院外 ジゴシン散0.1％

両 ジスロマック細粒小児用10％

両 ジスロマック錠250mg

医師・診療科・限定 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU

医師・診療科・限定 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU

両 シナール配合錠

院外 シナール配合顆粒

院外 ジフルカンカプセル100mg

両 ジプレキサザイディス錠2.5mg



採用区分 医薬品名
院外 ジプレキサザイディス錠5mg

両 シプロキサン錠100mg

院外 シプロキサン錠200mg

両 シベノール錠100mg

院外・患者限定 シベノール錠50mg

院内 ジメチコン内用液2%「ホリイ」

両・患者限定 ジャカビ錠5mg

両 ジャディアンス錠10mg

院外 ジャディアンス錠25mg

院外 ジャドニュ顆粒分包360mg

両 ジャドニュ顆粒分包90mg

院外・患者限定 シュアポスト錠0.25mg

両 シュアポスト錠0.5mg

院内 シルニジピン錠10mg「サワイ」

院外 ジレニアカプセル0.5mg

院内 シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」

院内 シロドシン錠2mg「DSEP」

両 シングレアチュアブル錠5mg

院外 シンバスタチン錠5mg「トーワ」

院外・患者限定 シンメトレル細粒10％

両 シンメトレル錠50mg

院外 シンレスタール錠250mg

院外 スイニー錠100mg

両・患者限定 スインプロイク錠0.2mg

院外・患者限定 スーグラ錠25mg

院外 スーグラ錠50mg

院外 スージャヌ配合錠

両・患者限定 スーテントカプセル12.5mg

院内 スクラルファート内用液10％「日医工」

院外 スターシス錠90mg

両 スタラシドカプセル50

両 スタレボ配合錠L100

院外 スタレボ配合錠L50

両・患者限定 スチバーガ錠40mg

院外 ストラテラカプセル10mg

院外 ストラテラカプセル40mg

両 ストロカイン錠5mg

両 ストロメクトール錠3mg

両 スピロノラクトン錠25mg「テバ」

両 スピロペント錠10μg

両・患者限定 スプリセル錠20mg

院外 セイブル錠50mg

院外 ゼジューラカプセル100mg

院外 ゼチーア錠10mg

院外 セディール錠10mg

院外 セパゾン錠1

院外 セパミット-R細粒2％

両 セファドール錠25mg

両 セファランチン錠1mg

院内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」

院内 セフジニルカプセル100mg「JG」



採用区分 医薬品名
院外 セフゾンカプセル100mg

両 セフゾン細粒小児用10％

院外 セララ錠25mg

院外 セララ錠50mg

院外・患者限定 セルセプトカプセル250

両 セルニルトン錠

院外 セルベックスカプセル50mg

院外・患者限定 ゼルヤンツ錠5mg

院外 セレキノン錠100mg

院内 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」

院外 セレコックス錠100mg

院外 セレコックス錠200mg

両 セレジストOD錠5mg

院外 セレジスト錠5mg

院外 セレスタミン配合錠

両 セレニカR錠200mg

院外 セレニカR錠400mg

両 セレニカR顆粒40％

両 ゼローダ錠300

両・患者限定 セロクエル100mg錠

院外 セロクエル25mg錠

院外 セロクエル細粒50%

院外 セロクラール錠20mg

院外 ゼンタコートカプセル3mg

院外 センノサイド顆粒8％「EMEC」

両 センノシド錠12mg「武田テバ」

院外 ゾーミッグRM錠2.5mg

両・患者限定 ゾスパタ錠40mg

両 ソセゴン錠25mg

両・患者限定 ソタコール錠40mg

院外・患者限定 ソタコール錠80mg

院外 ソバルディ錠400mg

院外 ゾビラックス錠200

院外 ゾフルーザ錠10mg

院外 ゾフルーザ錠20mg

両 ソラナックス0.4mg錠

院外・患者限定 ソラナックス0.8mg錠

両 ソランタール錠100mg

両 ソリタ-T配合顆粒3号

両・患者限定 ゾリンザカプセル100mg

院外 ソレトン錠80

院外 ダーブロック錠1mg

院外 ダーブロック錠2mg

院外 ダーブロック錠4mg

院外 ダーブロック錠6mg

院外 ダイアート錠30mg

院外 ダイアート錠60mg

両 ダイアモックス錠250mg

院外・患者限定 タイケルブ錠250mg

両・患者限定 ダイドロネル錠200

院内 ダイフェン配合錠



採用区分 医薬品名
院外 ダオニール錠1.25mg

院外 ダオニール錠2.5mg

院外・患者限定 タガメット細粒20%

院外 タガメット錠200mg

両・患者限定 タグリッソ錠40mg

両 タグリッソ錠80mg

院外 タケキャブ錠10mg

両 タケキャブ錠20mg

院外 タケプロンOD錠15

院外 タケプロンOD錠30

院外 タケルダ配合錠

両・患者限定 タシグナカプセル150mg

両・患者限定 タシグナカプセル200mg

両 タナドーパ顆粒75％

院外・患者限定 タナトリル錠2.5

両 タナトリル錠5

両・患者限定 ダフクリア錠200mg

両 タフマックE配合カプセル

院外 タミフルカプセル75

院外 タミフルドライシロップ3%

院内 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」

院外 タモキシフェン錠20mg「MYL」

院内 タモキシフェン錠20mg「日医工」

院外 ダラシンカプセル150mg

院外 タリージェ錠10mg

院外 タリージェ錠15mg

院外 タリージェ錠2.5mg

両 タリージェ錠5mg

院外 タリオンOD錠10mg

院外・患者限定 タリオン錠10mg

両・患者限定 タルセバ錠100mg

両・患者限定 タルセバ錠150mg

両 ダントリウムカプセル25mg

両 タンニン酸アルブミン「ニッコー」

院外・患者限定 タンボコール錠50mg

両 チウラジール錠50mg

両 チオラ錠100

両 チガソンカプセル10

院内 チザニジン錠1mg「日医工」

院外 チャンピックス錠0.5mg

院外 チャンピックス錠1mg

両 チラーヂンS散0.01％

院外 チラーヂンS錠100μg

院外 チラーヂンS錠12.5μg

両 チラーヂンS錠25μg

院外 チラーヂンS錠50μg

院外 チラーヂンS錠75μg

両 ツインラインNF配合経腸用液

院外・患者限定 ツベルミン錠100mg

院外 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)



採用区分 医薬品名
院外 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)

院外・患者限定 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)

院外・患者限定 ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)

両・患者限定 ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)

両・患者限定 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)

院外・患者限定 ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)

院外・患者限定 ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)



採用区分 医薬品名
院外 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)

両 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)

両・患者限定 ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)

院外 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)

両 ティーエスワン配合OD錠T20

両 ティーエスワン配合OD錠T25

院外 ディオバン錠20mg

院外 ディオバン錠40mg

院外 ディオバン錠80mg

院外 ディナゲスト錠0.5mg

院外 ディナゲスト錠1mg

院外 ディレグラ配合錠

院外 デエビゴ錠10mg

院外 デエビゴ錠2.5mg

院外 デエビゴ錠5mg

両 テオドール錠100mg

院外 テオドール錠200mg

院外 テオドール錠50mg

両 デカドロン錠0.5mg

両 デカドロン錠4mg

両・患者限定 テクフィデラカプセル120mg

院外 テクフィデラカプセル240mg

院外 テグレトール細粒50％

院外 テグレトール錠100mg

院外 テグレトール錠200mg

両 デザレックス錠5mg

院外 テシプール錠1mg

院外・患者限定 デジレル錠25

院外 テトラミド錠10mg

両 テネリア錠20mg

院外 テネリア錠40mg

両 テノーミン錠25

院外 テノーミン錠50

両・患者限定 テノゼット錠300mg

両 デノタスチュアブル配合錠

両 デパケンR錠100mg

院外 デパケンR錠200mg

両 デパケンシロップ5％

院外・患者限定 デパス錠0.25mg

院外 デパス錠0.5mg

院外 デパス錠1mg

両・患者限定 テプミトコ錠250mg



採用区分 医薬品名
院内 テプレノンカプセル50mg「トーワ」

院外 デベルザ錠20mg

両 テモダールカプセル100mg

両 テモダールカプセル20mg

両・患者限定 デュオドーパ配合経腸用液

院内 デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」

院外 デュファストン錠5mg

院外 テルネリン錠1mg

院内 テルミサルタン錠40mg「DSEP」

院内 トアラセット配合錠「オーハラ」

両 ドグマチール錠50mg

院内 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」

院内 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」

院内 ドパコール配合錠L100

院外・患者限定 ドパコール配合錠L50

両・患者限定 ドパストン散98.5％

院外 トビエース錠4mg

院外 トビエース錠8mg

両 トピナ錠50mg

両 ドプスOD錠100mg

両 トフラニール錠10mg

両 ドラール錠15

両・患者限定 トラクリア錠62.5mg

両 トラゼンタ錠5mg

院外 トラディアンス配合錠AP

院外 トラディアンス配合錠BP

院内 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」

両 トラベルミン配合錠

両 トラマールOD錠25mg

院外 トラマールOD錠50mg

院外 トラムセット配合錠

両 トランコロンP配合錠

院外 トランサミンカプセル250mg

両 トランサミン散50％

院外 トランサミン錠250mg

両 トランデート錠50mg

両 トリクロリールシロップ10％

院外 トリノシン顆粒10％

両 トリプタノール錠10

院外 トリプタノール錠25

院外 トリンテリックス錠10mg

院外 トリンテリックス錠20mg

院内 トレーランG液75g

院外 トレドミン錠25mg

両 トレリーフOD錠25mg

院外 トレリーフOD錠50mg

院内 ドンペリドン錠10mg「サワイ」

両 ナイキサン錠100mg

両 ナウゼリンドライシロップ1％

院外 ナウゼリン錠10

院外 ナトリックス錠1



採用区分 医薬品名
院内 ナフトピジルOD錠25mg「タナベ」

両 ナルサス錠2mg

両 ナルサス錠6mg

両 ナルラピド錠1mg

院外・患者限定 ナルラピド錠2mg

院外・患者限定 ナルラピド錠4mg

両 ニコチン酸アミド散10％「ゾンネ」

院内 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」

両 ニトロペン舌下錠0.3mg

院外 ニバジール錠4mg

院内 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」

両 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」

院内 ニフレック配合内用剤

院外 ニポラジン錠3mg

院外・患者限定 ニューレプチル錠10mg

院外 ニューロタン錠25mg

院外 ニューロタン錠50mg

院外 ニュベクオ錠300mg

両・患者限定 ニンラーロカプセル2.3mg

両・患者限定 ニンラーロカプセル3mg

両・患者限定 ニンラーロカプセル4mg

院外 ネイリンカプセル100mg

院外 ネオーラル10mgカプセル

院外 ネオーラル25mgカプセル

院外 ネオーラル50mgカプセル

両 ネオーラル内用液10％

院外・患者限定 ネキシウムカプセル10mg

両 ネキシウムカプセル20mg

院外 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg

両 ネクサバール錠200mg

院外 ネシーナ錠25mg

院外 ネルボン散1％

院外 ノイエルカプセル200mg

両 ノイキノン錠10mg

両 ノイロトロピン錠4単位

両 ノウリアスト錠20mg

両 ノバミン錠5mg

院外 ノベルジン錠50mg

両 ノリトレン錠10mg

院外 ノルバスクOD錠2.5mg

両 ハーフジゴキシンKY錠0.125

院外 ハーボニー配合錠

両 パーロデル錠2.5mg

両 バイアスピリン錠100mg

院外 バイシリンG顆粒40万単位

院外 ハイトラシン錠1mg

両 ハイドレアカプセル500mg

院外 バイナス錠75mg

院外 ハイペン錠200mg

両 ハイボン錠20mg

院外 バイロテンシン錠10mg



採用区分 医薬品名
両 パキシルCR錠12.5mg

院外・患者限定 パキシル錠5mg

院外 バクタ配合錠

院外 バクタ配合顆粒

院外・患者限定 バクトラミン配合錠

院外 バソメット錠1mg

院内 ハッカ油「ヨシダ」

院外 バップフォー錠10

院外 パナルジン錠100mg

両 バナン錠100mg

院外 バフセオ錠150mg

院外 バフセオ錠300mg

両・患者限定 バラクルード錠0.5mg

院内 バラシクロビル錠500mg「アスペン」

院内 バラシクロビル顆粒50%「アスペン」

院外 パラミヂンカプセル300mg

院外 パリエット錠10mg

両・患者限定 バリキサ錠450mg

両 ハルシオン0.25mg錠

両 パルタンM錠0.125mg

院外 バルトレックス錠500

院外 バルトレックス顆粒50％

院外 ハルナールD錠0.1mg

院外 ハルナールD錠0.2mg

両 パルモディア錠0.1mg

両 バレイショデンプン「ヨシダ」

両 ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」

院内 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」

両 パントシン散20％

両 パントシン錠100

院外 パントシン錠200

両 ビ・シフロール錠0.125mg

院外 ビ・シフロール錠0.5mg

医師・診療科・限定 ピアーレシロップ65%

院外 ピーエイ配合錠

院外・患者限定 ピーゼットシー糖衣錠4mg

院外・患者限定 ピーゼットシー糖衣錠8mg

院外 ピートルチュアブル錠250mg

院外 ピートルチュアブル錠500mg

院外 ピートル顆粒分包250mg

院外 ピートル顆粒分包500mg

院外 ビーマス配合錠

院内 ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」

両 ビオチン散0.2％「ホエイ」

両 ビオフェルミンR散

両 ビオフェルミンR錠

両 ビオフェルミン錠剤

両 ビオフェルミン配合散

両 ビカルタミド錠80mg「NK」

院内 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「日医工」

院内・患者限定 ピコプレップ配合内用剤



採用区分 医薬品名
両・患者限定 ビジンプロ錠15mg

両・患者限定 ビジンプロ錠45mg

両 ヒスロンH錠200mg

院内 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」

院内 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」

院外 ビソルボン錠4mg

院内 ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」

院外・患者限定 ビタミンB6散10%「マルイシ」

両 ビタメジン配合カプセルB25

院外・患者限定 ビタメジン配合カプセルB50

院外 ヒダントール錠25mg

両 ピドキサール錠10mg

両 ビビアント錠20mg

院外・患者限定 ビブラマイシン錠100mg

両 ビブラマイシン錠50mg

臨時 ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」

院外・患者限定 ヒベルナ散10%

院外 ビムパット錠100mg

両 ビムパット錠50mg

両 ピモベンダン錠0.625mg「TE」

院外 ピモベンダン錠1.25mg「TE」

院外 ビラノア錠20mg

両・患者限定 ビラフトビカプセル75mg

両 ピラマイド原末

両・患者限定 ビルトリシド錠600mg

院外 ヒルナミン錠(5mg)

両・患者限定 ピレスパ錠200mg

院外 ファムビル錠250mg

院内 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」

両・患者限定 ファリーダックカプセル10mg

両・患者限定 ファリーダックカプセル15mg

両 ファロム錠200mg

両 ファンギゾンシロップ100mg/mL

院外 フィコンパ細粒1%

両 フィコンパ錠2mg

院外 フィコンパ錠4mg

院外 ブイフェンド錠50mg

両 フェアストン錠40

院内 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」

両 フェノバール散10％

院外 フェノバール錠30mg

両 フェブリク錠10mg

院外 フェブリク錠20mg

院外 フェブリク錠40mg

院外 フェマーラ錠2.5mg

両 フェロ・グラデュメット錠105mg

両 フェロベリン配合錠

院外 フェロミア錠50mg

院外・患者限定 フェロミア顆粒8.3%

院外 フオイパン錠100mg

院外 フォシーガ錠10mg



採用区分 医薬品名
両 フォシーガ錠5mg

両 フォスブロック錠250mg

両 フォリアミン錠

両 ブスコパン錠10mg

両 フスタゾール糖衣錠10mg

院外・患者限定 プラケニル錠200mg

両 プラザキサカプセル110mg

両 プラザキサカプセル75mg

両 フラジール内服錠250mg

両 ブラダロン錠200mg

院外 プラノバール配合錠

院内 プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」

院外 プラビックス錠75mg

両 フランドル錠20mg

院内 プランルカスト錠112.5mg「日医工」

院外 フリバスOD錠25mg

院外 フリバスOD錠50mg

院外 フリバスOD錠75mg

両 プリミドン細粒99.5％「日医工」

両 プリモボラン錠5mg

院外・患者限定 ブリリンタ錠90mg

両 プリンペラン錠5

両 フルイトラン錠1mg

院外 フルイトラン錠2mg

院内 フルコナゾールカプセル100mg「JG」

院外 プルゼニド錠12mg

両・患者限定 フルダラ錠10mg

両 フルツロンカプセル200

院外 ブルフェン錠200

院外 ブルフェン顆粒20％

院内 プレガバリンカプセル25mg「トーワ」

院内 プレガバリンカプセル75mg「トーワ」

院外 プレタールOD錠100mg

院外 プレタールOD錠50mg

両 ブレディニン錠50

院外 プレドニゾロン散「タケダ」1％

両 プレドニゾロン錠1mg(旭化成)

両 プレドニゾロン錠2.5mg「NP」

両 プレドニン錠5mg

院外 プレマリン錠0.625mg

院外・患者限定 プログラフカプセル0.5mg

両 プログラフカプセル1mg

両・患者限定 プログラフ顆粒0.2mg

両 プロサイリン錠20

院内 プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」

両 プロセキソール錠0.5mg

院外・患者限定 フロセミド細粒4%「EMEC」

両 フロセミド錠10mg「NP」

院内 フロセミド錠20mg「NP」

院内 フロセミド錠40mg「SN」

院外 プロテカジンOD錠10



採用区分 医薬品名
両 プロナーゼMS

両 プロノン錠150mg

院外 ブロプレス錠12

院外 ブロプレス錠2

院外 ブロプレス錠4

院外 ブロプレス錠8

院外 プロベラ錠2.5mg

両 フロベン顆粒8％

両 プロマックD錠75

院外・患者限定 プロマック顆粒15％

両 フロモックス小児用細粒100mg

院外 フロモックス錠100mg

両 フロリードゲル経口用2％

両 フロリネフ錠0.1mg

院外 ベイスンOD錠0.3

院外 ベージニオ錠100mg

院外 ベージニオ錠150mg

院外 ベージニオ錠50mg

院外 ベオーバ錠50mg

両 ベサコリン散5％

院外 ベザトールSR錠200mg

両 ベサノイドカプセル10mg

両 ベシケアOD錠5mg

院外 ベシケア錠2.5mg

院外・患者限定 ベタニス錠25mg

両 ベタニス錠50mg

院内 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」

両・患者限定 ベネクレクスタ錠100mg

院外 ベネット錠17.5mg

院外 ベネット錠2.5mg

院外 ベネット錠75mg

両・患者限定 ヘパンED配合内用剤

両・患者限定 ヘプセラ錠10

両・患者限定 ベプリコール錠50mg

両・患者限定 ヘマンジオルシロップ小児用0.375%

院外 ベムリディ錠25mg

院外 ヘモクロンカプセル200mg

両・患者限定 ベラサスLA錠60μg

院外・患者限定 ペラゾリン細粒400mg

両 ペリアクチンシロップ0.04％

両 ペリアクチン散1％

院外 ペリアクチン錠4mg

院外 ペリシット錠250mg

両 ベリチーム配合顆粒

院内 ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」

院外 ペルサンチン錠100mg

両 ペルサンチン錠25mg

両 ベルソムラ錠15mg

院外 ベルソムラ錠20mg

両 ヘルベッサーRカプセル100mg

院外 ヘルベッサー錠30



採用区分 医薬品名
患者限定 ペルマックス錠250μg

院外・患者限定 ペルマックス錠50μg

両 ベンコール配合錠

両 ベンザリン錠5

両 ペンタサ錠500mg

院外 ペンタサ顆粒94％

院外 ボグリボースODフィルム0.3「QQ」

院内 ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」

院外 ボシュリフ錠100mg

両 ホスミシンドライシロップ400

両 ホスミシン錠500

両・患者限定 ホスリボン配合顆粒

院外 ホスレノールOD錠250mg

院外 ホスレノールOD錠500mg

院外 ホスレノール顆粒分包250mg

院外 ホスレノール顆粒分包500mg

院外 ボナロン経口ゼリー35mg

両 ボナロン錠35mg

院外 ボノサップパック400

院外 ボノサップパック800

院外 ボノテオ錠50mg

院外 ボノピオンパック

院内・患者限定 ポマリストカプセル2mg

院内・患者限定 ポマリストカプセル3mg

院内・患者限定 ポマリストカプセル4mg

院外・患者限定 ポラキス錠1

両 ポララミン錠2mg

院内 ボリコナゾール錠50mg「トーワ」

院内 ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末

院外 ポリフル細粒83.3%

両 ボルタレンSRカプセル37.5mg

両 ボルタレン錠25mg

院外 ボンゾール錠100mg

両 マーズレンS配合顆粒

両 マイスタン錠10mg

院外 マイスリー錠10mg

両 マイスリー錠5mg

院外 マヴィレット配合錠

院内 マグコロール散68%分包50g

両 マクサルトRPD錠10mg

院外 マクサルト錠10mg

両 マグミット錠250mg

両 マグミット錠330mg

両 マドパー配合錠

院内・患者限定 マルファ配合内服液

院外 ミオナール錠50mg

院外 ミカムロ配合錠AP

院外 ミカムロ配合錠BP

院外 ミカルディス錠20mg

院外 ミカルディス錠40mg

院外 ミカルディス錠80mg



採用区分 医薬品名
両 ミグシス錠5mg

両・患者限定 ミケラン錠5mg

両・患者限定 ミコブティンカプセル150mg

医師・診療科・限定 ミティキュアダニ舌下錠10，000JAU

医師・診療科・限定 ミティキュアダニ舌下錠3，300JAU

院外 ミニリンメルトOD錠120μg

院外 ミニリンメルトOD錠240μg

医師・診療科・限定 ミニリンメルトOD錠25μg

医師・診療科・限定 ミニリンメルトOD錠50μg

両・患者限定 ミニリンメルトOD錠60μg

院外 ミネブロ錠1.25mg

両 ミネブロ錠2.5mg

院外 ミネブロ錠5mg

両 ミノマイシンカプセル100mg

院外・患者限定 ミノマイシン錠50mg

両 ミノマイシン顆粒2％

院外 ミヤBM細粒

両 ミヤBM錠

両 ミラペックスLA錠0.375mg

両・患者限定 ミラペックスLA錠1.5mg

院外 ミルラクト細粒50％

院外 ムコスタ錠100mg

両 ムコソルバンL錠45mg

院外 ムコソルバン錠15mg

院外 ムコダインDS50%

両 ムコダインシロップ5％

院外 ムコダイン錠250mg

院外 ムコダイン錠500mg

院外・患者限定 ムルプレタ錠3mg

院外 メイアクトMS小児用細粒10％

院外 メイアクトMS錠100mg

院外 メインテート錠0.625mg

院外 メインテート錠2.5mg

院外 メインテート錠5mg

医師・診療科・限定 メーゼント錠０．２５ｍｇ

医師・診療科・限定 メーゼント錠２ｍｇ

院外 メキシチールカプセル100mg

両 メキシチールカプセル50mg

両・患者限定 メクトビ錠15mg

院内 メコバラミン錠500μg「JG」

院外・患者限定 メサラジン顆粒50%「AKP」

両 メジコン散10％

両 メジコン錠15mg

両 メスチノン錠60mg

院外・患者限定 メソトレキセート錠2.5mg

両 メタルカプターゼカプセル100mg

院外 メタルカプターゼカプセル200mg

院外 メチコバール細粒0.1％

院外 メチコバール錠500μg

院外 メトアナ配合錠HD

院外 メトアナ配合錠LD



採用区分 医薬品名
両 メトグルコ錠250mg

院外 メトグルコ錠500mg

院外・患者限定 メトピロンカプセル250mg

院外 メトリジンD錠2mg

両・患者限定 メトリジン錠2mg

両 メドロール錠4mg

院外 メネシット配合錠100

院外 メバロチン錠10

院外 メバロチン錠5

両 メプチンシロップ5μg/mL

両 メプチンドライシロップ0.005％

両 メプチンミニ錠25μg

院外 メマリーOD錠10mg

院外 メマリーOD錠20mg

院外 メマリーOD錠5mg

院外・患者限定 メマリー錠10mg

院外 メマリー錠5mg

院内 メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」

院外 メリスロン錠6mg

院外 メルカゾール錠2.5mg

両 メルカゾール錠5mg

院外 モーバー錠100mg

院外 モービック錠10mg

院内 モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」

両 モビコール配合内用剤LD

両 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」

院外 モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末

院外 ヤーズフレックス配合錠

院外 ヤーズ配合錠

両 ユーエフティE配合顆粒T150

両 ユーエフティ配合カプセルT100

院外 ユーゼル錠25mg

院外 ユナシン錠375mg

院外 ユニシア配合錠HD

両 ユベラNカプセル100mg

両 ユベラ錠50mg

院外 ユリーフOD錠2mg

院外 ユリーフOD錠4mg

院外 ユリーフ錠2mg

院外 ユリーフ錠4mg

院外 ユリス錠0.5mg

院外 ユリス錠1mg

院外 ユリス錠2mg

院外・患者限定 ユリノーム錠25mg

両 ユリノーム錠50mg

院外 ヨウレチン錠「100」

両 ヨウレチン錠「50」

両 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」

院外・患者限定 ヨクイニンエキス散「コタロー」

院外 ヨクイニンエキス錠「コタロー」

院外 ラキソベロン錠2.5mg



採用区分 医薬品名
院外 ラキソベロン内用液0.75％

院外 ラクツロース・シロップ60％「コーワ」

両 ラグノスNF経口ゼリー分包12g

院外 ラコールNF配合経腸用液

両 ラコールNF配合経腸用半固形剤

院外 ラシックス錠20mg

院外 ラシックス錠40mg

院外 ラジレス錠150mg

両 ラステットSカプセル25mg

院外 ラスビック錠75mg

院外 ラックビー微粒N

院外 ラベキュアパック800

院内 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」

院外・患者限定 ラミクタール錠100mg

両 ラミクタール錠25mg

院外 ラミクタール錠小児用5mg

両 ラミシール錠125mg

院内 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」

両 リアルダ錠1200mg

両 リーゼ錠5mg

院外 リーバクト配合経口ゼリー

院外 リーバクト配合顆粒

院外 リーマス錠100

両 リーマス錠200

両 リウマトレックスカプセル2mg

両 リオナ錠250mg

院外 リオベル配合錠HD

院外 リオベル配合錠LD

両 リオレサール錠5mg

院外 リクシアナOD錠15mg

院外 リクシアナOD錠30mg

院外 リクシアナOD錠60mg

院外 リクシアナ錠15mg

両 リクシアナ錠30mg

院外 リクシアナ錠60mg

両 リザベンカプセル100mg

院外・患者限定 リスパダールOD錠0.5mg

院外 リスパダール細粒1％

臨時 リスパダール錠1mg

両 リスパダール内用液1mg/mL

両 リスミー錠1mg

院外 リズミック錠10mg

両 リスモダンR錠150mg

院外 リスモダンカプセル100mg

院外 リスモダンカプセル50mg

両 リパクレオンカプセル150mg

院外 リバロOD錠1mg

院外 リバロOD錠2mg

院外 リピディル錠80mg

院外 リピトール錠10mg

院外 リピトール錠5mg



採用区分 医薬品名
両 リファンピシンカプセル150mg「サンド」

両 リフレックス錠15mg

院外 リベルサス錠14mg

院外 リベルサス錠3mg

院外 リベルサス錠7mg

両 リボトリール細粒0.1％

両 リボトリール錠0.5mg

院外・患者限定 リボトリール錠1mg

両 リマチル錠100mg

院内 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」

院外 リムパーザ錠100mg

院外 リムパーザ錠150mg

院外 リリカOD錠150mg

院外 リリカOD錠25mg

院外 リリカOD錠75mg

院外 リリカカプセル150mg

院外 リリカカプセル25mg

院外 リリカカプセル75mg

院内 リルゾール錠50mg「AA」

院外 リルテック錠50

院外 リンゼス錠0.25mg

両 リンデロンシロップ0.01％

両 リンデロン錠0.5mg

両 リン酸コデイン散1％「ホエイ」

両 ルーラン錠4mg

院外 ルジオミール錠10mg

院外 ルセフィ錠2.5mg

院外・患者限定 ルセフィ錠5mg

院外 ルトラール錠2mg

院外 ルナベル配合錠LD

院外 ルナベル配合錠ULD

両 ルネスタ錠1mg

院外 ルネスタ錠2mg

院外 ルネスタ錠3mg

院外 ルパフィン錠10mg

院外 ルプラック錠4mg

両 ルプラック錠8mg

院外 ルボックス錠25

院外 ルリッド錠150

院外・患者限定 レキサルティ錠1mg

院外 レキソタン錠5

院外 レキップCR錠2mg

院外 レキップCR錠8mg

両 レキップ錠1mg

院外 レキップ錠2mg

両 レクサプロ錠10mg

両 レクチゾール錠25mg

両 レグパラ錠25mg

両 レスリン錠25

院外 レニベース錠2.5

院外 レニベース錠5



採用区分 医薬品名
両・患者限定 レバチオ錠20mg

院内 レバミピド錠100mg「EMEC」

院内・患者限定 レブラミドカプセル5mg

院外・患者限定 レベトールカプセル200mg

院内 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」

院内 レボフロキサシン錠250mg「DSEP」

院外 レボレード錠12.5mg

両・患者限定 レボレード錠25mg

両 レミッチOD錠2.5μg

院外・患者限定 レミニールOD錠12mg

院外・患者限定 レミニールOD錠4mg

院外・患者限定 レミニールOD錠8mg

院外 レミニール錠12mg

両 レミニール錠4mg

院外 レミニール錠8mg

院外 レルミナ錠40mg

両 レンドルミンD錠0.25mg

院外 レンドルミン錠0.25mg

両・患者限定 レンビマカプセル10mg

両・患者限定 レンビマカプセル4mg

両 ロイケリン散10％

両・患者限定 ローブレナ錠100mg

両・患者限定 ローブレナ錠25mg

両 ロカルトロールカプセル0.25

院外 ロカルトロールカプセル0.5

院外 ロキソニン錠60mg

院内 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」

院外 ロスーゼット配合錠HD

院外 ロスーゼット配合錠LD

院内 ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」

両 ロゼレム錠8mg

院外 ロトリガ粒状カプセル2g

院外・患者限定 ロナセン錠2mg

両 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」

両 ロプレソール錠20mg

両 ロペミンカプセル1mg

両 ロペミン小児用細粒0.05％

院外 ロンゲス錠10mg

両 ロンサーフ配合錠T15

両 ロンサーフ配合錠T20

両 ワーファリン錠0.5mg

両 ワーファリン錠1mg

院外 ワーファリン錠5mg

院外・患者限定 ワーファリン顆粒0.2％

両 ワイドシリン細粒20％

両 ワイパックス錠0.5

両 ワソラン錠40mg

院外 ワンアルファ錠0.25μg

両 ワンアルファ錠0.5μg

院外 ワンアルファ錠1.0μg

両・患者限定 塩化カリウム「日医工」



採用区分 医薬品名
院外 塩化カリウム徐放錠600mg「St」

両 塩化ナトリウム「オーツカ」

院外 塩酸バンコマイシン散0.5g

両・患者限定 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」

両 経口用トロンビン細粒1万単位

院外・患者限定 三和葛根加朮附湯エキス細粒

両 酸化マグネシウム「NP」原末

院外 重曹錠500mg「マイラン」

院外・患者限定 小児用ミケラン細粒0.2%

両 小児用ムコソルバンDS1.5％

院外 小児用ムコソルバンシロップ0.3%

両 精製水「ヨシダ」

両 単シロップ

院内 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」
両 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」
両 調剤用パンビタン末
院外 沈降炭酸カルシウム
院内 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
両 乳酸カルシウム「ケンエー」
院外・患者限定 乳石錠500mg「ファイザー」
両 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)
院内・患者限定 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」


